コミュニケーション学部 国際コミュニケーション学科

海外研修プログラム のご紹介
あなたのキャリアを切り拓く つの出会い のチャンス
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ヒト・モノ・コトが国境を越えて移動する現代社会では、価値観の異なる人々といかに共生するかが「カギ」と
なります。異文化に身を置いた英語での生活の経験は、国際的な視野と多様性への理解を必ずや養うことでしょう。
このパンフレットで紹介する海外研修プログラムには、補助金や奨学金など費用面でのサポートがあります。

※パンフレット内の写真は一部イメージです。

海外研修プログラム
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海外短期研修

海外渡航が初めての学生、
長期休暇を利用して異文化理解や
英語学習を深めたい学生に。
海外の協定校等と連携して実施する

週間程度のプログラムです。

語学学習、異文化理解の成果に対して単位が付与されます。大きな挑
戦に向けた最初の一歩を踏み出したい人におすすめです。

ン
フィリピ

※研修先国、実施日程等は年度により異なります。
以下は、2022年度実施予定の内容（参考）です。

〈概要〉
研修先国／都市：フィリピン／マニラ
研

修

校：エンデランカレッジ
（Enderun Colleges付属語学研修センター）

実 施 日 程：2023年

月

日〜25日（

参加可能年次：

年次生以上

単

単位

位

数：

週間）

募 集 人 数：20名
選 考 方 法：説明会必須参加、書類審査等
＊

自己負担費用 ：約30万円
＊2022年 月時点の見込額です（本学からの補助が差し引かれ
た後の金額です）。別途、燃
油サーチャージ等諸費用がか
かります。

マニラ

フィリピン

研修の特徴
英語学習のメニュー
高評価の「マンツーマンレッスン」と
「グループレッスン」があり、費用を抑
えて集中的に英語を学びたい人におすす
めです。
現代的なテーマに沿った英語＋αの講義
Sustainability、Global Leadership
など、今、学生の皆さんに必要な講義が
多くあります。渡航前後にも日本で英語
を学び、フィリピンとの文脈の違いを比
較してみましょう。

フィリピンの文化に触れる課外活動
現地の歴史や文化を知ることで視野が広
がり、思考も深まります。

現地学生との交流イベントが
盛りだくさん
多様な出会いこそ留学の醍醐味です。キ
ャンパス内の多国籍な学生と積極的に交
流ができます。
研修中の滞在は学生寮
学校から徒歩 分の学生寮は警備員が24
時間常駐しており、治安の面でも安心で
す。寮にはコンビニがあり、周辺にはシ
ョッピングモールもある環境でキャンパ
スライフを満喫しましょう。
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グローバル インターンシップ

長期休暇を利用して
充実した語学研修と、海外での
就業体験に挑戦したい学生に。

カナダ
ラリア
オースト
ン
フィリピ

※研修先国、実施日程等は年度により異なります。
以下は、2023年度実施予定の内容（参考）です。

〈概要〉
研修先国／都市：カナダ／バンクーバー
オーストラリア／シドニー
フィリピン／セブ
実 施 日 程：2023年 月29日〜 月14日（カナダ）
2024年 月 日〜 月25日（オーストラリア）
2024年 月 日〜 月24日（フィリピン）
参加可能年次： 年次生以上
単
位
数： 単位
募 集 人 数：30名
選 考 方 法：説明会必須参加、書類審査、面接等
＊
自己負担費用 ：カナダ約35万円（2022年度実施時の見込額）
オーストラリア約45万円
フィリピン約35万円
＊2022年 月時点の見込額です（本学からの補助が差し引か
れた後の金額です）。別途、燃油サーチャージ等諸費用がか
かります。

海外での仕事を実際に体験してみたい人におすすめです。異文化を理
解するために必要なことやグローバル社会で働くことについて学ぶ
「グローバルキャリア論」と連動し、学びを深める海外研修プログラ
ムです。

研修の特徴
カナダ

オーストラリア

語学研修
カナダの文化・生活習慣などをグルー
プで学びます。学んだことをすぐに使
える「生きたレッスン」です。
「観光」の講義が充実
観光産業の視察研修から街づくり活性
化まで、幅広いテーマに触れることが
できます。
「JTBカナダ」で就業体験
各セクションに配属された学生をプロ
のスタッフが直接指導します。旅行業
務を現場で学ぶことができます。
ホームステイ
多文化社会・カナダをリアルに体験で
きます。

カナダ

バンクーバー

フィリピン

語学研修
グループレッスンによるスピーキングが
中心のカリキュラム。先生との距離感が
近く、アットホームな雰囲気で話す力を
鍛えることができます。
日系メディア「日豪プレス」で就業体験
取材編集、マーケティング、PR業務な
どを実際に担当します。メディアに関心
のある人、集まれ！
ホームステイ
移民国家でもあるオーストラリアで、生
活まるごと異文化体験ができます。

語学研修
好評なマンツーマンとグループでのレッス
ン。定評のある集中授業は短期間にしっか
り英語力を伸ばしたい人におすすめです。
セブ島での暮らし方レクチャー
リゾート地で有名なセブ。滞在するのと暮
らすのとでは何かが違う、味わい深い「セ
ブ島講座」です。
観光関連施設で就業体験
セブ国際空港、ホテル、観光省オフィス、
留学会社などから選択できます。将来に向
けて体験先を選んでみよう！
寮とホテルに滞在
どちらも安心して
ステイできます。

フィリピン
オーストラリア

シドニー

＊情報は2022年

月

セブ島

日現在の内容で、研修内容や日程・費用等は変更となる場合があります。
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中長期留学

アメリカ

アメリカに興味がある学生に
カ月 or 年間のプログラム。
ホームステイで文化・社会を体験。

※研修先国、実施日程等は年度により異なります。
以下は2023年度実施予定の内容（参考）です。
※留学中に取得した単位は、一定の範囲内で卒業単位として
認められます。

〈概要〉
研修先国／都市：アメリカ／ソルトレイクシティ
研
修
校：ユタ大学付属語学学校
（University of Utah ELI：
English Language Institute）
実 施 日 程：2023年夏頃出発
参加可能年次： 年次生以上
募 集 人 数： カ月コース
名
年間コース
名
選 考 方 法：説明会必須参加、書類審査、面接等
＊
自己負担費用 ： カ月コース
約100万円
年間コース
約200万円
＊2022年 月時点の見込額です（本学からの補助が差し引か
れた後の金額です）。

世界各地から集まった留学生と学ぶことで、多様な文化的背景を持つ
人々と交流できます。ホームステイ先では、アメリカ人家庭の日常や
アメリカ社会を垣間見ることができます。人と関わることが好きで、
中級レベルの英語力を持つ、アメリカに興味のある人におすすめです。

アメリカ

研修の特徴

ソルトレイクシティ

大学附属の質の高い英語教育
トップクラスのユタ大学キャンパス内の
ELIで、英語を存分に体験・学修できま
す。
大学内ならではの交流イベント
ユタ大学の正規学生やELIで学ぶ世界各
国から来ている学生と積極的に交流でき
る学生主体のイベントが開催されます。

学校主催の豊富なアクティビティ
スポーツ観戦、旅行、ボランティアなど、
魅力的なプログラムが充実しています。
貴重な体験ができることは間違いありま
せん。
ホームステイ
アメリカの生活や文化に直接触れること
ができます。ホストファミリーとの生活
を通して、教科書では学ぶことができな
い “普段の英語” が身につきます。

安心して学べる環境
アメリカでも特に治安のよいユタ州のソ
ルトレイクシティ。米国留学の重要なポ
イントです。

※全てのプログラムは、為替および燃油サーチャージ等の変動により、費用が変わることがあります。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により、予定は変わる可能性があります。

海外研修を体験した

学生の声

失敗や自分に関する気づきが多くありました。

自分の財産となる体験ができました。

そこから内省して自己分析を行うことにより、
就活への大事な材料になりました。

グローバル人材になるための
ヒントを得ることができたと思います。
自分のキャリアが少し見えてきました。

2021年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、渡航を伴わ
ないオンラインによる研修を実施しました。
海外オンライン研修の様子はTOKECOM noteをご覧ください。

海外研修プログラムに関する問合せ先

コミュニケーション学部 海外研修運営委員会
sa-dtc@tku.ac.jp

